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ショーケースのご紹介
Introduction
このショーケースは、ITS GREEN SAFETYの活動の一つとして、 国土交通省国土技術政策総合研究所が主催する官
民共同研究「次世代の協調ITSに関する共同研究」において検討を続けてきた携帯電話網とITSスポットの連携によるサ
ービスの効果の検証を目的として計画されました。
お台場から海ほたるまでの高速道路の走行を利用して、携帯電話網とITSスポットの連携により実現する様々なサービ
スを体験するプログラムです。特にスマートフォンの画面に、携帯電話網を利用して提供される情報やITSスポットから
の道路交通情報が連続的に表示されるところが見所です。
This showcase has been planned as part of the 'ITS GREEN SAFETY' activity, aiming for verifying the effects of the linkage between
mobile phone networks and ITS spots, which is a possible service schemed by the 'next-generation cooperative ITS joint research'
hosted by the National Institute for Land and Infrastructure Management; the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
This refers to a program where you can experience many different services realized by linking the below-mentioned ITS spots and
mobile phone networks, leveraging the expressway from Odaiba to Umihotaru. One of the highlights is that smartphone screens
seamlessly display information that comes from mobile phone networks as well as advanced traffic information sent from ITS spots.

紹介するデモ機能

Features to be demonstrated

1．携帯電話網とITSスポットの補完システム
「独立システム間の協調による新たなサービスの創出」、この次世代協調ITSの基本コンセプトを実現するための機能を、
ITSスポットなどの既設インフラと携帯電話網の連携･補完技術により実現します。これにより、同一のスマートフォン画面上
に携帯電話網からの標識情報・ランドマーク情報・注意喚起情報とITSスポットの道路交通情報を連続的に提供します。
2．アクアトンネル内での位置情報取得
GPS不感地域であるアクアトンネル内において、位置情報を利用した緊急避難のデモンストレーションを実施します。
スマートフォンで取得できるセンサー情報、携帯電話網の基地局情報等に加えて、トンネル内に設置されたITSスポット
の緯度経度情報を複合的に利用することにより、より正確な走行場所の位置情報の把握を行います。
3．多言語対応の交通情報提供
世界会議の場において、携帯電話網からスマートフォンに対する情報提供機能を利用して、海外からの訪問者に対して4
種類の言語（日・英・中・韓）によるリアルタイムな情報提供のデモを行うことにより、大都市圏における交通システム
の先進性をより深く理解していただきます。
4．バス乗客用スマートフォンのグルーピング機能
走行開始時に、運転手のスマートフォンと乗客のスマートフォンをグループ化して、走行中に携帯電話網やITSスポット
から運転手が受信した情報を乗客のスマートフォンでも表示して、走行車両を取り巻く交通状況の共有を実現します。
5．ITSスポットスタンプラリー機能
目的地までに設置されたITSスポットの通過を記録して、決められた経路を走行したことの確認に活用するデモンストレ
ーションを実施します。
1. Complementary system for ITS spots and mobile phone network
The 'creation of new services leveraging collaborations among individual systems,' which is the basic concept that the nextgeneration cooperative ITS suggests, is to be realized by linking and complementing between such existing infrastructures
as ITS spots and the mobile phone networks. Through this linkage/complementary technology, smartphone subscribers can
seamlessly see the advanced traffic information that comes from the ITS spots as well as signage on the roads, landmark
information, alerts and precautions that comes from mobile phone networks on their smartphone screens.
2. Obtaining location information in the AQUA TUNNEL
The showcase will demonstrate an emergency evacuation using location information in the GPS-unreachable AQUA TUNNEL. You will
see your accurate and exact position in the tunnel through composite utilization of sensor information which smartphones can obtain,
base station information in the mobile phone network, as well as the latitude/longitude information of ITS spots placed in the tunnel.
3. Multilingual traffic information
In the World Congress, the showcase will demonstrate a real-time information provision in four different languages (Japanese,
English, Chinese, and Korean) for visitors from overseas by using a feature for provisioning information from mobile phone networks
to smartphones. Through this demonstration, you can recognize the spirit of innovation in the metropolitan transport systems.
4. Smartphone grouping feature for bus passengers
While a bus is in motion, a driver's smartphone and passengers' smartphones are grouped, and what (e.g. traffic information) the driver's smartphone receives
from ITS spots and mobile phone networks is shared with the passengers' smartphones so that all on the bus can understand their peripheral traffic situation.
5. ITS spots 'stamp-collecting rally' feature
The showcase will demonstrate a car that records the passage of ITS spots positioned on the route, which can be used to
authenticate that the car followed the designated route.
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ITS GREEN SAFETYについて
Activities of ITS GREEN SAFETY
ITS GREEN SAFETY は、“世界一グリーンで安全な道路交通社会の実現”を目指して、日本の官民が協力し、協調型ITS
システムにより交通問題解決に取り組む活動です。
協調型ITSシステムは、道路インフラ（Ｉ）、車（V）、人（P）が相互に通信することにより、より安全で環境と人に
やさしい交通社会を実現するばかりでなく、快適に移動するのに必要なリアルタイム情報をドライバーに提供します。
ITS GREEN SAFETY SHOWCASEでは、運用中から開発中のサービスまで、世界最先端の協調型ITSを活用した5つ
のSHOWCASEを公道上で体験できます。
次世代DSSS（I2V）
通信利用型先進安全自動車（V2V,V2P）
ITSスポットサービス（I2V）
高速道路サグ部の交通円滑化サービス（I2V,V2V）
モバイル通信とITSスポットの協調サービス （I2V）

ITS GREEN SAFETY a Public-Private collaborative
project that aims “For a Greener and Safer Society”
using Cooperative ITS by improving traffic concerns
Cooperative ITS communicates to drivers necessary real time information to help realize not only safer transportation
and people-friendly environment but comfortable driving by road Infrastructure to Vehicle (I2V), Vehicle to Vehicle(V2V)
and Vehicle to Pedestrian(V2P) communication.
ITS GREEN SAFETY SHOWCASE provides experiences of the five cutting-edge cooperative ITS showcases from
commenced services to under development on Tokyo Metropolitan public roads.
Next generation DSSS (I2V)
Cooperative Advanced Safety Vehicles (V2V,V2P)
ITS Spot Services (I2V)
Smartway with ACC/CACC (I2V,V2V)
Mobile and ITS Spot cooperative Services (I2V)

デモシステムの概要／Overview of demo system
情報提供サーバー / Information management server
◇位置により特定された地域に
首都高速
情報を提供する機能
Metropolitan EXPWY
HANEDA
Function to manage sending
Airport Exit
information to vehicles in the
designated areas.
◇対象車両の位置情報を管理する機能
Function to register the location data of vehicles.

標識情報の提供
Information provision of traffic signs
沿線情報の提供
Information provision of the areas along the route
注意喚起情報の提供
Information provision to alert drivers
緊急情報の提供
Information provision of emergency evacuation

ITSスポット情報
Information provided by ITS spots

GPS
GPS

モバイル通信
Mobile communication

車載サーバー
Bus server

バス車内WiFi / Bus WiFi
ITSスポット対応車載器
ITS spot compatible OBE

車載器対応スマホ
Smartphone connected
with the OBE

乗客用スマホ
Passengers' smartphones
ITS㻤ポッ㻳情報
Information provided by ITS spots
標識情報
Information of traffic signs
注意管理情報
Information to alert drivers
沿線情報
Information of the area along the route
緊急通報
Information of emergency notification
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次世代の協調ITS実現にむけた官民共同研究
Joint public-private research for the realization of next-generation cooperative ITS
国土技術政策総合研究所では、車両、インフラ、センターが協調し、連携、補完することで、様々なITSサービスアプリ
ケーションを実現する、次世代の協調ITSについて、民間メーカ等15者と官民共同研究「次世代の協調ＩＴＳ開発に関す
る共同研究」を行っています。
共同研究では、協調ITSサービスを、「安全運転の支援」、「交通流の円滑化」、「環境の改善」、「快適性の向上」、
「緊急時対応」、「行政活動支援」、「経済活動支援」の7つの大項目に分類し、196のサービス案をリストアップしました。
また、各サービスの詳細定義、論理モデル、物理モデルといった協調ITSシステムアーキテクチャを作成し、普及展開、
国際展開についてのロードマップについて検討を行っています。
【共同研究者】
エリクソン・ジャパン株式会社、沖電気工業株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社、日産
自動車株式会社、日本電気株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社、株式会社日立製作所・株式会社日立国際電気、株式会社本田
技術研究所、三菱重工業株式会社、三菱電機株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、国土技術政策総合研究所

“National Institute for Land and Infrastructure Management” and fifteen private companies are carrying out a joint
research program for “Cooperative ITS” (Joint public-private research for the realization of next-generation cooperative
ITS) that will realize various ITS service applications through a collaborative, coordinated, and complementary relationship
among vehicles, infrastructures and central systems.
In this joint research, cooperative ITS services are categorized into following seven categories: driving safety support,
smoothing traffic flow, environmental improvement, improving comfort, emergency response, supporting administrative
activities and supporting economic activities, and 196 services are listed.
Also a system architecture for cooperative ITS, including detailed definitions of specific services, logical models and physical
models is prepared. In addition a roadmap for expanded availability in Japan and international efforts are deliberated.
【Joint research participants】
Ericsson Japan K.K./ Oki Electric Industry Co.,Ltd/ SoftBank Mobile Corp. / DENSO CORPORATION/ TOYOTA MOTOR
CORPORATION/ NISSAN MOTOR CO.,LTD./ NEC Corporation/ PACIFIC CONSULTANTS CO.,LTD. / Hitachi, Ltd. /
Hitachi Kokusai Electric Inc. / Honda R&D Co.,Ltd. / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. / Mitsubishi Electric Corporation/
East Nippon Expressway Company Limited/ Central Nippon Expressway Company Limited/ National Institute for Land
and Infrastructure Management (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)

Sample illustrations
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サービス実現イメージ（例）

ITSスポットの概要
The outline of an ITS spot
2011年の導入開始から現在まで、高速道路を中心に全国に1600基のITSスポットが設置されています。ITSスポッ
トは、主として高速道路を走行するクルマに以下に示す３つの基本サービスを提供します。
１．広域交通情報提供：最大1000kmの道路を対象とした交通情報の提供を行います。
２．安全運転支援：道路の交通安全上に課題が発生したとき、安全運転支援情報を提供します。
３．ETCサービス：同じ車載器を使ってETCサービスを受けることができます。
これらのサービスは、ＩＴＳスポットが提供する高速で大容量通信とクルマに搭載された車載器との交信により実現さ
れています。

From 2011 to now, 1,600 ITS spots have been implemented along expressways throughout Japan. The ITS
spot provides the following 3 basic services for mainly vehicles travelling those expressways.
1. Provides wide-area traffic information (up to 1,000km of roads)
2. Supports safe driving: Provides information (for safety) in the event of road problems.
3. ETC service: One device mounted in a vehicle can receive the ETC service.
These services are provided as ITS spots that communicate with a device mounted in the vehicle - high-speed large
capacity communication.
ITSスポット
ITS spot

ITSスポット対応車載器
ITS spot compatible OBE

広域交通情報
Wide-area traffic information

安全運転情報
Safety driving information
高速大容量通信
High-speed large capacity communication

ITSスポット対応車載器
ITS spot compatible On Board Equipment(OBE)
Bluetoothインタフェース付き
車載器は、ITSスポットから受信した情報をBluetoothで、スマホへ転送します。
スマホでは、ITSスポットと携帯電話網からの情報を連携させることにより、サービスの
充実化と、走行ルートに応じた連続的な情報提供を可能としました。
A vehicle-mounted device with a Bluetooth interface can send the data received from ITS
spots to a smartphone. By linking the data from ITS spots and the data from the cell phone
network, the smart phone enhances the service and continuously provides traffic data for the
driving route.
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ショーケースで実現するサービス
Services provided by the Showcase
携帯電話網とITSスポットの連携
Mobile communication and ITS spot – Linking
＜ITSスポット情報

＜携帯電話網からの情報 Information from mobile network＞

ITS spot information＞

◇走行路線に関する情報 Information of the driving route

Validation of the location

◇位置の確認

◇通過路線の確認 Validation of the route

◇上下線を区別した情報 Information for each area in each direction

◇走行方向の確認 Validation of the driving direction

◇沿線周辺の情報

Information for the area along the route

ITSスポットを利用して提供される情報例
Data provided through the ITS spots.
石川町までの所要時間

RR分

K3

K2

この先料金所

速度注意

木更津

B

LL分

K1
K6

渋 滞 対 策 走 行
ACC 設定
オン

！

実験中

首都高速情報

緊急避難情報提供
Emergency information notification

緊急避難通報

Emergency evacuation warning
この先

Location
adjustment

Emergency
information
Emergency
cases
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火災 走行注意

多言語による情報提供
Multi-language Information

日本語
Japanese

英語
English

中国語
Chinese

韓国語
Korean

◇4ヶ国語から言語を選択

◇The users can select the language in Japanese,English, Chinese and Korean.

◇ITSスポットや注意喚起情報を多言語化

◇ITS spot information and alerts – Multi-language display

◇外国人ドライバーの安全で快適な旅行を支援

◇Support for foreign drivers for safe and comfortable driving

携帯電話網を利用して提供される情報例
Data provided through the mobile network

速度注意
注意
下り坂

EMERGENCY
この先

火災 走行注意

湾岸線

B

ITSスポットスタンプラリー
ITS spot stamp collection rally
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高速湾岸線の紹介
Introduction to WANGAN Expressway
千葉県市川市

Ichikawa-city

高速湾岸線は、東京湾の外周に沿って、神奈川県、東京都、千葉県を結ぶ延長
160kmの「東京湾岸道路」の一部となり、東京湾周辺部に集積する空港、港
湾、工業地帯と連携を図る道路です。

The WANGAN Expressway runs the rim of Tokyo Bay as part of Tokyo
Wangan-doro (namely, the Tokyo bayshore road), whose length is 160km in
the prefectures of Tokyo, Kanagawa, and Chiba. The WANGAN Expressway
is an expressway that links the airport, harbors and industrial districts around
Tokyo Bay.
首都高速道路の区間となる神奈川県横浜市から千葉県市川市までの64kmは、
一部区間を除き、往復6車線、速度80km/hで設計されており、最も交通量の
多い箇所においては一日当たり約16万台の利用があります。

The WANGAN Expressway is a Shuto Expressway section, whose length is
64km, stretched between Yokohama City in Kanagawa Prefecture and
Ichikawa City in Chiba Prefecture. Most part of the route has six lanes in
total, with a velocity limitation at 80km/h. The busiest section carries
approximately 160,000 vehicles in a day.
首都高のネットワーク

Metropolitan EXPWY network

高速湾岸線には、東京湾沿いを通過するため、水底トンネルや橋といった構造物
が多く採用されています。本ショーケースで利用する区間は羽田空港による高さ
制限地区となるため、海を越える区間にはトンネル構造が採用されています。

As the Bayshore Route runs the rim of Tokyo Bay, there are lots of
underwater tunnels and bridges. The route to be used for the showcase has
height limitation due to Haneda Airport, thus the tunnels hired as a
infrastructure to cross the sea.
湾岸エリア

Bay shore area

世界会議の展示会場であるビッグサイトがあるお台場地区は、高速湾岸線によ
り成田空港、羽田空港、横浜方面に接続されています。

The WANGAN Expressway links between the Tokyo-Odaiba area, where the
world's largest convention center of Tokyo Big Sight is located, and Narita
Airport, Haneda Airport, and Yokohama.
高速湾岸線の臨海副都心出入口付近にある東京港トンネルは、品川区大井埠頭
と東京湾埋立地13号地を結ぶ海底トンネルとして1976年に開通した。自動
東京港トンネル

Tokyo port tunnel

車専用の沈埋式トンネルであり、全長は1,325mです。

Tokyo port tunnel, which is located at the entrance/exit of Rinkai-Fukutoshin
(the new Tokyo waterfront subcenter), was opened in 1976 as an underwater
tunnel to link between the Oi-Futo pier in Shinagawa Ward and TokyowanUmetatechi 13-Gouchi (Tokyo reclaimed land No.13). This cars-only tunnel is
constructed with the submerged-tunneling method and its total length is
1,325m.
多摩川トンネルは、一級河川である多摩川を潜り、東京都と神奈川県を結ぶ沈

多摩川トンネル

Tamagawa tunnel

神奈川県横浜市

Yokohama-city
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埋式工法を用いたトンネルです。1994年に開通し、全長は2,170mです。

Tamagawa tunnel is constructed with the submerged-tunneling method. It
runs under the first-degree river of Tamagawa to link between Tokyo and
Kanagawa Prefecture. It was opened in 1994 and its total length is 2,170m.

東京湾アクアラインの紹介
Introduction of Tokyo Wan AQUA-LINE
神奈川県川崎市

Kawasaki-city

東京湾アクアラインは東京湾のほぼ中央を通り、神奈川県川崎市と千葉県木更
津市を結ぶ延長15.1kmの高速道路です。

Tokyo Wan AQUA-LINE is an expressway of 15.1Km which runs across
almost the center of Tokyo Bay and connects Kawasaki (Kanagawa Pref.)
and Kisarazu (Chiba Pref.)

アクアラインの位置

Location of AQUA-LINE

1966年の調査開始から31年の歳月と1兆4,400億円の総事業費をかけて、
1997年12月18日にオープンしました。

AQUA-LINE was completed on December 18, 1997. taking 31 years from
start of investigation in 1966 with the total project cost amounting to 1,440
billion yen.

アクアラインの西側9.6kmが、海面下約60mに掘削された世界最大級の海底シ
アクアライン全容

Overview of AQUA-LINE

ールドトンネル、アクアトンネルです。

AQUA-TUNNEL, which is the world greatest undersea shield tunnel, runs
9.6km on the western part of AQUA-LINE.

風の塔は水深約28mの水域に作られた人工島で、直径約200mの広さがあり
ます。排気のため大小2つの塔をもち約60m下にあるトンネルと接続されてい
アクアトンネル

AQUA-TUNNEL

ます。

Kazenotou is an artificial island which is built on the water area with a water
depth of approx. 28m and has a diameter of approx.200m. A large tower
and a small tower are constructed and connected with the tunnel lying
approx.60m below for exhaust ventilation.
風の塔

Kazenotou (Wind tower)

海ほたるは水深約25mの海域につくられた、平坦部の長さ650m、幅100m
の人工島です。１Ｆから３Ｆまでが約500台の車両が収容できる駐車場、
4F・5Fにはショッピング施設や東京湾の風景を一望できるパノラマデッキが
あります。

海ほたる

Umihotaru

Umihotaru is a manmade island with 650m length and 100m width, which is
built on the water area with a water depth of approx. 25m. Parking space is
provided from the first floor to the third floor, where about 500 cars can be
parked. The 4th and 5th floors have shops and the panorama observation
deck.

アクアラインの東側の4.4kmは橋梁部となり東京湾を横断しています。この橋
梁部はアクアブリッジと呼ばれています。
アクアブリッジ

AQUA-Bridge

千葉県木更津市

Approximately 4.4km on the eastern part of AQUA-LINE is the bridge
running across Tokyo Bay. This bridge part is called Aqua Bridge.

Kisarazu-city
8

ショーケースのルートマップと提供コンテンツ
Road sign information/Driving alert information
標識情報 / 注意喚起情報

Local information/Landmark information
沿線情報 / ランドマーク情報

Showcase

TOKYO BIG SIGHT
Start
湾岸線 1410
WANGAN1410

東京
ビッグサイト
スタート

ITS spot information
ITS スポット情報

Emergency notiﬁcation/Warning information

大井 JCT

Oi JCT

湾岸線 1367
WANGAN1367

緊急避難情報 / 注意情報

湾岸線 1369
WANGAN1369
湾岸線 1354
WANGAN1354

Tokai JCT
東海 JCT

湾岸線 1352
WANGAN1352
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– Route map and Contents
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主体者・協賛者紹介

A subject person and support person introduction

エリクソン・ジャパン株式会社
世界のモバイル通信インフラをリードしているエリクソンは、常に最新の技術とサービスを提供し続けています。その
結果として、世界１８０カ国において約４０%のモバイル端末がエリクソンのシステムを通して利用されています。
ITSにおけるモバイル通信の利用にもいち早く着目し、２００８年よりドイツ連邦政府が主催したCoCar/CoCarXプ
ロジェクトに参加、移動通信ブロードバンド・システムを応用した危険警告やタイム・クリティカル情報のV2V配信の
検証を行いました。車両の位置管理や特定の位置に情報を提供する技術としては、携帯電話網を利用したクラウドソリュ
ーションであるジオメッセージング（Geomessaging）によりサービスの構築を実施しまた。
今回の世界会議２０１３東京においては、ジオメッセージングに加えてスマートフォンの利用による利用者利便性の向
上をテーマとして、「モバイル通信とITSスポットの連携」におけるシステム全体の取りまとめを担当しました。次世代
のITSが提供するサービスの一例として、その効果を実感していただければ幸いです。
（協力 株式会社スマート・エージェント）

Ericsson, which leads the world's mobile communication infrastructure, provides the state-of-the-art technologies and
services at all times. As a result, approximately 40% of the mobile phone terminals in 180 countries access Ericsson's
system.
With an immediate focus on leveraging the mobile communications in ITS, Ericsson participated in the CoCar/CoCarX
project hosted by the German federal government and verified V2V distributions of alerts/precautions and time-critical
information based on mobile broadband systems. For managing vehicle locations and sending information to those
locations, Ericsson established a 'Geomessaging' service, which is a mobile-network-based cloud solution.
In the 20th ITS World Congress Tokyo, Ericsson has been an orchestrator of the overall solutions for linking between
the mobile communications and ITS spots, based on objectives to enhance user convenience through the use of
Geomessaging and smartphones. We hope that you can realize the effects of this one example of the next-generation
ITS services.
（cooperated by Smart Agent Co., Ltd.)

ジオメッセージング
地域をマス目状（＝グリッド）に区切って、移動体（人や
車）がグリッドの境界線を越えたことを携帯電話網経由で
センターに通知して移動体の位置を管理するシステム
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Geomessaging
Geomessaging is a system that manages the mobility of mobile
terminals by dividing regions into grids. The mechanism is that mobile
terminals notify the center by way of mobile phone networks when
they (i.e. humans or vehicles with handsets) cross the regional grids.

A subject person and support person introduction

主体者・協賛者紹介

社会から信頼・共感される企業をめざして
デンソーは、先進的な自動車技術、システム、製品を世界の主要な自動車製造会社すべてに提供している自動車部品サ
プライヤーです。エンジンマネジメントシステムやハイブリッド車用各種コントローラ、エアコンシステムなどクルマの
基本機能を実現する製品から、ABSやエアバッグなどの事故低減や乗員保護のための製品、カーナビやETCなどのドラ
イバーの利便性を高める製品など、多岐にわたる製品を世の中に送り出しています。
ITSスポットサービスにおいては、２００４年から始まったスマートウェイ官民共同研究に仕様策定や実証実験で参画
し、ITSスポット車載器の開発に早くから取り組んできました。２００９年のITSスポットサービスの開始と同時にナビ連
携タイプのITSスポット車載器を量産化しました。ナビ連動タイプのITSスポット車載器は、対応カーナビとセットでなけ
ればITSスポットサービスを受けることができませんが、対応カーナビはまだまだ値段が高いという課題がありました。そ
こで着目したのが、当社でも開発実績のあるBluetoothインタフェースを搭載して、手持ちのスマートフォンやタブレッ
トで、ITSスポットサービスを受けることのできるITSスポット車載器の製品化でした（２０１２年秋 発売開始）
そして、本ショーケースでは、 ITSスポットサービスと携帯電話網からの情報を連携させるシステムを開発して、サー
ビスの充実化と、走行ルートに応じた連続的な情報提供を可能にしました。
当社は、これからも、積極的に研究開発に取り組み、持続可能なクルマ社会の実現と、環境に優しく、安心･安全に暮
らせる社会づくりに貢献してゆきます。

Aiming to be a trustworthy company in harmony with society
DENSO, a leading supplier of advanced automotive technology, systems and components for all the world's major automakers.
Denso provides various systems and solutions, including vehicle essential features as engine management systems, hybrid car
controllers, and air-conditioning systems; safety features to prevent accidents and protect occupants as ABS and airbags; and
product features for drivers' further convenience as car navigation systems and ETC.
For the ITS spot services, Denso participated in the 'smart way' public-private sectors joint research that started in 2004, in a
way of defining specifications and driving verifications. Because of the development of in-car DSRC devices from this early phase,
Denso was able to commercialize in-car DSRC devices at the same time when the ITS spot services were launched in 2009.
In the past, in-car DSRC devices that are integrated with navigation systems had an issue that they can only work with
supporting navigation systems, but at that time, those supporting navigation systems were still expensive. For the solution, Denso
commercialized Bluetooth-interface-embedded in-car DSRC devices utilizing our in-house technology so that smartphones and
tablets can access the ITS spot services. (This product came to the market in the fall of 2012.)
For this showcase, Denso developed a system that links between ITS spot services and the information that comes from mobile
phone networks, which enables its service fulfillment and seamless information distribution according to a driving route.
Denso is determined to keep on being proactive in R&Ds to contribute to the realization of sustainable vehicle society and
environmental-friendly society where people can live with peace of mind and a sense of safety.
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A subject person and support person introduction

ＮＥＸＣＯ東日本は、約4,000㎞の高速道路を建設・管理しています。
◆ＮＥＸＣＯ東日本の建設と管理の技術は、土木・橋梁・トンネルに関する幅広いもので、その中には、世界的にも有数
のトンネル・橋梁も含まれています。
◆ＮＥＸＣＯ東日本は、高速度路に関するあらゆる課題に対応できる約1,300人の技術者を擁しています。
◆建設計画から管理・運営までの一連の技術を保有しています。

建設計画

設計

用地取得

高速道路建設

メンテナンス・管理・運営

NEXCO East has been constructing and is operating about 4,000km of expressways.
◆We possess a broad range of construction and operation technologies for our world-class bridges and tunnels.
◆NEXCO East has about 1,300 engineers who can propose the best solutions for a wide variety of expressway related issues.
◆We possess a complete range of technologies required for all stages from planning to operation and management.

Planning

Design

Land acquisition

Construction

Operation and Maintenance

東日本大震災の復旧作業（所要日数６日）

橋梁点検車による点検

除雪作業

道路管制センター

Great East Japan Earthquake recovery activity
(Days required:6days)

Inspecting a bridge

Snow removal work

Traffic control room

ＮＥＸＣＯ中日本は、安全を何よりも優先し、安心・快適な高速道路空間を提供することにより、
地域社会の発展と暮らしの向上、日本経済全体の活性化、そして世界の持続可能な成長に貢献します。
◆大都市圏間を結ぶ高速道路ネットワークの建設、管理を行い、地域間相互の交流や都市交通の円滑化など、社会経済活
動の根幹を支える社会基盤を担っています。
◆建設延長は321km、営業延長は1,949km、一日の利用台数は約186万台です。
◆ＩＴＳ技術をはじめ、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、安全性向上の観点を取り入れた次世代高速道路を展開します。

Central Nippon Expressway puts the highest priority on safety; and is committed to the
development of local societies, lifestyle improvement, activation of the Japanese economy,
and the world's sustainability through the provision of safe and comfortable expressways.
◆Central NEXCO is part of the social infrastructure that supports the socio-economic activities. More specifically, Central
NEXCO constructs and manages the expressway networks that link the major cities in the regions of Tokyo, Chubu, Hokuriku,
and Kinki for more vibrant inter-regional communications and smoother urban transportation.
◆In terms of length, 321km is under construction and 1,949km is under operation. The number of vehicles that use Central
NEXCO's expressways is approximately 1,860,000 per day.
◆Central NEXCO deploys next-generation expressways which hire a concept for realizing much higher safety level by leveraging
the ICT. One of the example technologies to realize this concept is ITS.

高速道路の管理

Operation and Maintenance
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高速道路の建設

Construction

安全性向上の工事
（トンネル天井板撤去）

Safety improvement work

道路管理システムの高度化

Advanced operation system

休憩施設の道路交通情報提供

Traffic information terminal

A subject person and support person introduction

主体者・協賛者紹介

首都高速道路株式会社は、首都高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理、運営を効率的に行うこと等により、
道路交通の円滑化を図り、経済の健全な発展と生活の向上に寄与することを事業目的としています。首都高速道路は、東
京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に跨り、平成25年現在、営業総延長は301.3㎞、一日平均利用台数は約100万台とな
っています。

The business objectives of Metropolitan Expressway Company Limited are for realizing smoother road traffic, healthy
economy and lifestyle enhancement through the management and operation (e.g. construction, refurbishment,
maintenance, and repair) of Metropolitan Expressway. As of 2013, Metropolitan Expressway operates 301.3km as a
total road length, stretched from Tokyo to Kanagawa, Saitama, and Chiba prefectures. The average number of vehicles
that use Metropolitan Expressway per day is approximately 1,000,000.

規制車

構造物点検

交通安全対策

Traffic regulation vehicle

Inspection for construction

Activities for traffic safety

一般財団法人

長大橋

トンネル建設状況

Long span bridge

Tunnel construction

道路新産業開発機構

産学官連携の中核機関として高度道路交通システム（ITS）を推進
道路新産業開発機構は産・学・官のパートナーシップにより、道路に関する新しい分野での研究開発から国際標準化・広
報活動にいたるまでの幅広い活動を実施し、「新しい道づくり」を目指しています。

HIDO, as a core of industry-academia-government cooperation scheme, promotes
Intelligent Transport Systems (ITS)
HIDO, based on partnership of industry-academia-government, carry out R&D of road, International Standard, Public
Relations, etc, and aims at the proposal of new road systems.

協賛者

KDDI株式会社

KDDIは、急速な勢いで変化する情報通信分野において、事業ビジョン「もっと身近に!」「もっといろんな価値を!」
「もっとグローバルへ!」という3つのコミットメントと、「3M戦略」「グローバル戦略」の成長戦略を基軸に、新たな
成長に向けた変革を進めています。

KDDI is renovating itself for renewed growth in the IT field that is always changing and shifting its paradigm by committing
itself to the following 3 business visions ? "More Familiar", "Many More Values!", "More Global!" ? and by basing the
following growth strategies ? "3M Strategies" and "Global Strategy".
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＜問合せ先＞
国土交通省国土技術政策総合研究所 ITS研究室
TEL : 029-864-2211(代)
MAIL : its-dsrc.001@nilim.go.jp
＜Contact information＞
ITS Division, National Institute for Land and Infrastructure Management,
Ministry of Land,Infrastructure, Transport and Tourism
Phone : 81-29-864-2211
MAIL : its-dsrc.001@nilim.go.jp

